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フランスの農業・農地政策の新たな展開
―…「農業、食料及び森林の将来のための法律」の概要…―

中央大学法科大学院教授　原　　田　　純　　孝

Ⅰ　膨大な内容をもつ法律の制定とその構成
フランスでは、2014年10月13日に「農業、食
料及び森林の将来のための法律」（Loi…d’avenir…
pour… l’agriculture,… l’alimentation…et… la… forêt）
が制定された（法律第1170号。一部を除き翌日
から施行）。この法律（フランスでは、Loi…d’
avenir,…Loi…d’avenir…agricoleまたはLAAAFと
略称されるが、本稿では単純化して「LAAF法」
と呼ぶ）は、オランド社会党政権がEU共通農業
政策の新たな改革（実施期間は2014～2020年）
への対応を意図しつつ、今後の10年間に向けた
農政の基本政策を打ち出した法律である。“Loi…
d’avenir”＝直訳すれば「将来（または未来）
に関する法律」という名称は、従来の“Loi…d’
orientation”＝「方向づけの法律」（日本では、「農
業基本法」と訳されることもある）に代わるもの
で、LAAF法の内容は、まさにその名の通り、10
～15年後のフランスの農業、農産食料品産業、及
び林業のあり方（ないし、あるべきモデル）とそ
れを担う新しい世代の農業者（自然人）の育成・
確保（「世代の更新」）を見通し、その実現のため
の道筋をつけようとするものとなっている。
2013年10月30日に、ル・フォル（Stéphane…LE…

FOLL）農業大臣（注1）が国民議会に提出した
法案は、序章と全7編、41ヵ条から成っていたが、
フランスの重要法案の例にもれず、議会により多
くの修正と追加規定を加えられた。のちに見るよ
うな1年近い議会審議を経て最終的に成立した法
律は、序章と全7編、96ヵ条から成る膨大な内容
の法律となっている（注2）。編別構成と各編の名
称は、次の通りである（第Ⅱ編、第Ⅳ編の名称に
も一部修正がある）。

序章　「農業、食料、漁業（訳注：海での漁業。
以下同様）及び森林のための政策の目標」（第1条。
第1条のⅠの冒頭の一連の規定は、農事法典＝CR
（注3）の序章［CR法1条以下］…に入るものとされ
る）。
第Ⅰ編　「農業及び農産食料産業の経済的
か つ 環 境 的 パ フ ォ ー マ ン ス（performance…
economique…et…environnementale」（2条～23条）
第Ⅱ編　「自然・農業・森林空間の保護及び世
代の更新（renouvellement…des…générations）」（24
条~38条）
第Ⅲ編　「食料政策及び保健衛生のパフォーマ
ンス」（39～59条）　　
第Ⅳ編　「教育、養成、研究と農業及び林業振興」

（60～65条）
第Ⅴ編　「森林に関する規定」（66～82条）
第Ⅵ編　「海外領土に関する規定」（83～88条）
第Ⅶ編　「経過規定その他」（89～96条）

本稿では、このうち、序章から第Ⅱ編までの中
に置かれた農地政策と農業経営体にかかわる諸規
定の内容を、日本との比較を意識しつつ、概括的
に考察することにする（注4）。
なお、同じ時期の日本では、2013年の春以降に
TPPへの対応と「農業の構造改革」を標榜して農
地中間管理機構の創設が打ち出され、極めて短期
かつ性急に粗雑な内容の立法化が進められた。そ
して、同じ2013年10月末に国会に提出された「農
地中間管理事業の推進に関する法律」は、１ヵ月
余の審議と1ヵ条の追加修正で12月5日に成立し、
2014年3月1日に施行された（注5）が、その初年
度の事業実績は、現在（2015年2月中旬）に至る
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まで、さほど見るべきものがない状態である。こ
のような日本における昨今の農業・農地政策の動
き方との対比をも考慮して、以下では、彼我の間
における農業・農地関係法律の立法過程の大きな
違いの確認から考察を始めることにしよう。

Ⅱ．背景と立法過程ならびにLAAF法の目的
　１．立案過程と議会での審議過程

LAAF法の制定を促した大きな要因・背景は、
国際競争力の維持・強化と、気候変動をも含む
環境変動への対応の要請である。フランスの場
合には、前者の要請は従来から、EU共通農業
政策への対応という課題とも強く結びついてい
る。しかも、EU共通農業政策の今回の改革（以
下、「2013年CAP改革」とも略称）へ向けた協
議・交渉の過程では、共通農業政策＝CAP全体
の「グリーニング」（greening　フランス語では
verdissement）の方向が顕著に強まっていたか
ら、CAP改革への対応という課題は、上記の後
者の要請ともまた直接的に結びつくものとなって
いた（注6）。法律の第Ⅰ編の名称にある「経済的
かつ環境的パフォーマンス」という表現の登場－
「二重のパフォーマンス：double…performance」
とも呼ばれる－は、その間の事情を象徴するもの
と言える。
日本でも、農業の国際競争力の強化が叫ばれ、
TPP対応のための「農業の構造改革」とそのため
の各般の政策・制度の見直しの必要は論じられる
が、それが、農業自体や農政全体の環境変動への
対応と結び付けて語られることは、極めて乏しい。
ここにも、両国の間の大きな違いが表れている。
フランスでは、上記のような事情を背景とし
て、2012年12月18日に、「農業者諸君、別のやり
方で生産しよう」という標語を掲げた「フラン
スのためのアグロ・エコロジックプロジェクト」
（「農業・環境計画」）がル・フォル農業大臣の主
導下で打ち出された。これが、フランスの農業者
に、来たるCAP改革における直接所得援助のグ
リーニングへの対応を準備させる第1段階の試み
であったようである。また、相前後して農業省は、

その管轄下にある法制度の枠組全体の評価・見直
しを意図した「検討課題の概要文書」（Note…de…
cadrage.…2012年12月20日付け）を作成し、関係諸
機関・諸組織に公表・配布している。その文書中
ではすでに、“Une…loi…d’avenir…en…perspective”
＝「将来を見通した法律」を制定する企図とその
主要な内容となるべき事項が書き込まれていた。
それを受けて、2013年の初頭から立案作業が
公式に開始された。その過程では、関係の諸機
関・諸組織（地方公共団体、職能団体、専門的諸
機関、諸アクターなど）への諮問的な意見の聴取
がなされ、主要事項ごとにそれらの諸機関・諸組
織の代表者を含む「作業グループ」（groupes…de…
travail）が設置された。作業グループの審議の結
果は、意見・提案の形で文書として取りまとめら
れ、農業省の担当部局の責任者との間で協議・交
渉と調整がなされていく。そのプロセスは、目に
見える形で進められ、そのなかから農業省が、法
律案に盛り込むべき事項とその内容を選択・決定
していった。夏のバカンス明けの9月中旬にル・
フォル農業大臣が、法案の中身の概要がほぼ固
まったことを発表し、10月31日に正式の法案（以
下「政府法案」）が議会に提出された。
議会での審議過程の概要は、以下のようである。
①国民議会と元老院の間を2往復していること、②
国民議会の第1読会では1300以上、元老院の第1読
会でも594の修正案が提出されたこと、③最後は憲
法の規定に基づく両院同数委員会での詰め（両院
の代表者の協議による両院共通の法案の作成）が
必要になったこと、さらに、④一定の規定につい
ては国民運動連合＝UMPの議員団から憲法院への
合憲性審査の申立てがあり、その決定を仰ぐ必要
があったこと、などに注意したい。なお、参考ま
でに、国民議会の第1読会での審議の進行過程の概
要も、脚注のなかで紹介しておく（注7）。
2013年10月30日　法案の国民議会提出（⇒議員・
党派から1300以上の修正案の提出。
その審議過程の概要は、注7）参照）
2013年12月13日　国民議会経済委員会の採択法
案の決定
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2014年1月14日　国民議会第1読会：修正採択
2014年1月15日　採択した法案の元老院への回
付（⇒594の修正案の提出と元老院経済委員会で
の審議。委員会は、549中、245の修正案を採択）
2014年4月15日　元老院第1読会：修正採択（修
正採択した法案を国民議会に回付）。
2014年7月9日　　国民議会第2読会：修正採択

（UMPは反対）
2014年7月21日　元老院第2読会：修正採択（国
民議会の採択法案とは異なる内容）
2014年7月23日　両院同数委員会で合意された
両院共通の法案の決定
2014年7月24日　元老院がその法案を採択（賛
成：181、反対：135）
2014年9月11日　国民議会が同じ内容の法案を
採択（UMPは反対）
2014年9月15日　UMPの60人の国民議会議員
が、一定の規定の憲法違反を理由とし
て、それらの削除を憲法院に申立て。
2014年10月9日　憲法院の決定の公表（若干の
細かい規定を除いて、他は合憲とした。
憲法違反とされた規定中には、SAFER関する
もの、経営構造コントロールに関するものがある。
公布された法律では、いずれも要件緩和がなされ
た）。
以上のような審議過程は、一つには、LAAF
法がフランスの将来にとって極めて重要な意味
をもつ法律として議員に受けとめられていたこ
と、いま一つには、フランスでは現在でも、議会
（Parlement）がまさに立法機関としての大きな
役割を果たしていることを示している（注8）。

　２．LAAF法の目的

（１）法律の全体的な意義づけ
政府法案提出後のフランス農業省のホームペー
ジ（ＨＰ）の広報記事（2013年12月のもの。現在
でもＨＰに残されている）では、法案の狙いの大
きな眼目として、（1）競争力、（2）革新的技術を
伴うアグロ・エコロジー、（3）若者の優先・尊重（注
9）、（4）農業と社会の対話の４つが掲げられ、そ

れに続く説明として以下の文章が記載されている。
「フランスの農業と農産食料産業及び林業は、
国際的レベルでトップクラスの位置を確保し、フ
ランスの生産力の発展に寄与するために、競争力
の課題を提起しなければならない。農業と農産食
料産業及び林業は、世界人口の増大に対処するた
め、高い質と十分な量の食料生産を確保し続けな
ければならない。この競争力の追及は、気候変動
への対応を考慮することなしには行うことができ
ない。それ故、フランスのアグロ・エコロジック
プロジェクトは、経済的かつ環境的な二重のパ
フォーマンスを革新的な農業のやり方（pratiques…
agricoles… innovantes）の中心に据えることを目
的としている。
農業、食料及び林業にかかわるすべてのアク
ターを動員しながら、われわれの農業と若者に対
して将来への道筋を示すことが必要である。その
ための願望（諸課題）が法案の主要な諸規定の中
に書きこまれている」。
そして、「鍵となる措置」として、次の12点が、
簡単な解説を付して掲げられた。①「経済・環境
利益集団」（GIEE）の制度の創設、②農業の流通
関係における「調停人」（Médiateur）の制度の創設、
③森林と林業のための新たな融資制度の創設、④
食べ物の安全規制の結果の透明性と公開性の強化、
⑤動物への抗生物質供与の規制強化、⑥農薬や肥
料の環境及び人の健康への影響の追跡強化、⑦「世
代間契約：contrat…de…génération」の農業への適用、
⑧「フランス農学・獣医学研究所」の創設、⑨「農
業経営の過度の拡大の制限」、⑩「農業または農業
用の空間、自然または森林空間のより良い保護」、
⑪農業教育における社会的プロモーションの強化、
⑫関係産業の競争力の強化、である。
挙げられている事項の範囲が極めて広いこと
は、一目瞭然であろう。また、この広報記事は、
一般の市民・消費者向けということもあってか、
環境面、食の安全、農業・自然・森林空間の保護
等のことがらが目立つように構成されているが、
いわゆる農業構造政策にかかわる事項も、忘れる
ことなく掲げられている。①、⑦（青年農業者の
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自立政策にかかわる）、⑨、⑩、⑫などがそれで
ある。政府法案とあわせて提出された長文の「提
案理由説明書：Exposé…des…motifs」（A4で全30頁。
以下「提案理由」という）でも、その前半で、「二
重のパフォーマンス」の課題を含む競争力強化と
今後の構造政策関連の施策のあり方にかかわるこ
とがらが詳細に記されていた。
そこで次に、「提案理由」に即して、それらの
諸事項の意味と狙いについて、いま少しのコメン
トを加えておくことにする。なお、前出注8）で
記したように、「提案理由」の部分は議会による
修正を受けることはない。

（２）……「競争力強化」の意味と構造政策関連事項
の狙い

「提案理由」は、冒頭で競争力強化の課題を掲
げた後、その際に不可欠な事項として、十分な食
料生産能力の維持、その食料の質と安全、及び自
然環境への負荷の削減を言う。その全体を同時に
満たす政策枠組が必要だとするである。
その上で、1960年（最初の「農業の方向づけの
法律」＝「基本法」の制定の年）から今日までの
農政の歩みを1990年の前後に分けて振り返ってい
る。1990年までは、経済的発展の時期であった。
1990年以降、商品交換のグローバル化が進むもと
で、より持続的な生産力の発展という課題が登場
する。しかし、その下でも、「経営の近代化、自
立の促進、経営の負担削減のための賃貸借の推進、
共同経営農業集団＝GAECのような組合・会社形
態のものを含む、［農業経営の］家族的構造の保
護」という優先事項には変わりはなかった。そし
て、農業技術教育がこの時期に急速に進展した…
（注10）。
しかし、これから先は、それだけでは済まなく
なる。1960年以来の規模拡大と近代化を通じる
農業の発展の方向づけは、いま「一つの袋小路：
une… impasse」に陥っている。「生産諸手段の移
譲の難しさ、生産のモデルの過度の単純化、世代
更新の不十分さ、地域及び社会からの農業の遊離」
などがそれである。これを克服していくために

は、「経済的パフォーマンスと環境的パフォーマ
ンスを結び付けて追及する中長期の競争力の基盤
を確立すること」が必要である。「この二重のパ
フォーマンスこそが我が農業の持続可能性と、国
際・ヨーロッパ・国内市場並びに社会におけるそ
の認知・承認の担保となる」。その実現のためには、
農業の技術・科学、集団的協働や労働組織、投資
の態様等の同時的な革新が必要である。そしてそ
れは、「世代の更新」の目的を可能にする若者の
新たな形態の参入を通じてなされなければならな
い。そうすれば、「経営の過度の拡大は抑制され、
革新された経営の基礎の上に、経営主であり、か
つ地域に責任をもつアクターである農業者を有す
る、農業の多様性が保全されることになろう」。…
（注11）
要するに、ここでいう「競争力」は、もはや経
済的なそれだけではなく、環境面のパフォーマン
スに対する市場と社会の評価をもあわせた、「二
重のパフォーマンス」の競争力なのである。そし
て、その「二重のパフォーマンス」をもった競争
力の獲得に向けて、「長期の方向づけを明示し、
管理、調整及び組織化の道具・手段（outils）を
より強固に、またはより強化しつつ、それらの道
具の必要性を再確認すること」が、LAAF法の第
1の目的とされている。それらの道具を用いて追
及される実体的な目的は、同時に世代更新を進め
ることであり、その歩みは、CAP改革の新しい
枠組の下での競争力の強化、環境変動への対応、
農業教育の刷新を含めた若者の尊重、農業界と社
会との対話の促進等と一体的に進められる、とい
うのである。
いかにも視野の広い話であるが、のちにみる農
地政策と農業経営体にかかわる諸規定の中にも、
以上のような多様な狙いが様々な形で盛り込まれ
ている。

　３．  「農業及び食料政策の目的」――LAAF法第

1条Ⅰ⇒農事法典法1条

農事法典＝CRの法1条（注12）となるこの規定
は、「農業及び食料政策の目的」を列挙する。そ
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れに伴い、1999年「農業の方向づけの法律」（第3
番目の「基本法」）の第1条は削除された。
法第1条は、Ⅰ～Ⅶのパラグラフからなる長い
条文で、とくに第Ⅰパラグラフは、その第1項だ
けで1～17号の事項を含んでいる。その8号が「各
地域の均衡ある持続的な発展」、9号が「農産物の
地域に根差した生産、加工、流通」と地域内循環
の促進、生産物の多様性、原産地表示等、17号が「農
地の保護と利活用」を定めていることに示される
ように、ありとあらゆる事柄が書き込まれている
感もある。
本稿の課題と直接にかかわるパラグラフとして
は、「Ⅳ　農業における自立及び移譲政策の目的」
があり、その第1項で以下の6項目（1～6号）が定
められている。
1……世代の更新への寄与
2　「家族の枠内及び家族の枠外での農業経営の
創設、適応及び移譲を助長すること」
3　「諸地域における生産システムの多様性の増
進」、とくに雇用と付加価値を生み出す生産シス
テム、及び、「経済的、社会的、環境的かつ公衆
衛生面のパフォーマンスの結合を可能にする生産
システム」の増進
4　「［公衆の］アクセスのしやすさ、景観の維持、
生物多様性及び土地管理の諸課題に応え得る一定
数の農業経営を国土の全体にわたって維持するこ
と」
5　農業者の自立計画の制度の充実
6　「経営計画を発展させながら経営主の責任を
有する地位に到達することを可能にする漸進的自
立の諸形態を助長すること」
その上で、第2項では、国が、自立する農業者
の「農地へのアクセス（農地の取得）」を容易化し、
その「職業人としての養成」を確保することが規
定される。
筆者が繰り返し紹介してきたように、次代を
担う農業者（自然人）の自立助成政策は、1980
年「農業の方向づけの法律」（第2番目の「基本
法」）以来、フランス農政の最重要な柱の一つを
なし、その農政理念・農政哲学のあり方を特徴づ

けるものであった（前出注10）の拙稿参照）。新
しい状況下でもその位置づけの重要性には変更が
ないどころか、農業の将来を目指すLAAF法の大
きな柱の一つとして、その政策の内容は「刷新さ
れ、かつ、拡大される」（「提案理由」）。「提案理
由」が法第1条に触れた箇所（3頁）で、とくにこ
の政策の内容にだけワン・パラグラフを割いてい
るのも、その故にほかならない。そこで挙げられ
ているキーワード（傍点は筆者）は、「家族の枠
内及び家族の枠外での

4 4 4 4 4 4 4

農業企業体（entreprises…
agricoles）の創設及び移譲

4 4

」、生産システムの多
4 4 4 4 4 4 4 4

様性
4 4

の増進」、「とりわけ経済的パフォーマンスと
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

環境的パフォーマンを結合させる生産システム
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

の
増進」、「国民的連帯

4 4 4 4 4

及び自立しようとする者の取
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

扱いの均衡
4 4 4 4 4

」、「40歳以上の者
4 4 4 4 4 4 4

に対する適切な対処
策の用意」などである。傍点箇所が、新たに付加
された要素として目を惹くであろう。
以下、各編における主要な規定ないし改正事項
の内容を順次見ていくことにする。

Ⅲ  「第Ⅰ編　農業及び農産食料産業の経済
的かつ環境的パフォーマンス」中の規定

　１．  「経済・環境利益集団」（GIEE）の制度の

創設

「経済・環境利益集団」（Groupement…d’intérêt…
économique…et…environnemental=GIEE）の制度の
創設は、LAAF法の目玉の一つである（LAAF法
第3条⇒農事法典第3編第1章第3節、法315 ‐ 1条
以下の新設）。この集団は、一般的には、二重の
パフォーマンスをもつ農業を導入・普及し確立さ
せていくための手段であると同時に、直接的には、
CAP改革後のEUの直接所得援助ならびに農村振
興政策による公的援助の「グリーニング」（一言
で言えば、EUの直接所得援助［第1の柱］並びに
農村振興政策［第2の柱］よる公的援助の受給要
件において環境保護のための規制的ないし制約的
諸条件が追加・強化されること）にフランスの農
業者を対応させていくための手段である。だから
こそ、この新制度については、法律成立の当日に
施行令＝「GIEEに関する2014年10月13日のデク
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レ第1173号」が発布され、集団の設立に向けた農
業者の準備活動が直ちに始められた。2015年の1
月には、個別の集団＝GIEEの認証手続がすでに
開始されているという。
GIEEは、農業経営者が、場合によっては他の
者（非農業者。公私の法人でもよい）をも含む集
団を設立し、集団として、「経済的、社会的かつ
環境的パフォーマンスを目的として」その生産シ
ステムの持続可能な変更にかかる「多年次計画」
を策定し、そこに定められた改善措置・活動を協
働して実施するための法人である。集団としての
協働と農業者及び農業労働者の労働条件の改善を
通じて、「社会的パフォーマンス」も追及される
（CR法315 ‐ 1条1項）。農業経営者が議決権の過
半数を持つことが要求され、多年次計画の期間に
ついて、地域圏知事（地域圏＝レジオンにおける
国の代理官）によって認可・設立される（同2～4
項）。
①シナジー効果が期待される一体的統合性を
もった地域（un…territoire…cohérent）について設
立されること、②「構成員の経営の経済的、社
会的かつ環境的パフォーマンスの改良を可能に
するアグロ・エコロジーに係る活動」を行うこ
と、③その活動が「持続可能な農業の地域圏計画
＝PRAD」（その意味については、後述Ⅳ２参照）
に定める当該地域の経済的、社会的かつ環境的諸
課題・取組み」に即したものであること、④集団
の合併、成果の普及及び横展開の方法を定めてい
ることが、認可の要件である（CR法315 ‐ 2条）。
GIEEは、法人ではあっても緩やかで柔軟な組
織であり、集団の枠内で行われる活動や相互協力
（物品の交換を含む）は、農事法典の定める無償
の「農業の相互扶助」（entraide…agricole）とみ
なされる（CR法315 ‐ 5条）。そして、多年次計
画の枠内でなされる各構成員の活動に対しては、
「公的援助の配分の増額」（majorations…dans… l’
attribution…des…aides…publiques）が認められるの
である（法315 ‐ 6条）。
なお、この公的援助の配分の増額の基準や額等
については、EUの法律・規則との調整や諸般の

技術的・手続的措置が必要になるので、政府が別
にオルドナンス（大統領令）で定めるように授権
規定が置かれている（LAAF法第28条）。

　２．農事賃貸借に関する改正

（１）「環境条項」の一般化（LAAF法第4条Ⅲ）
農 事 賃 貸 借 の「 環 境 条 項 」（clauses…
environnementales）とは、賃貸地の中に水資源、
生物多様性、景観、生産物・土地・大気の質等の
保全上で重要な意味を持つ場所や空間がある場
合に、それを害しないような耕作方法を賃貸人
が賃借人に義務づける特約である。2006年7月13
日のオルドナンスで導入された（CR法411-27条3
項）が、これまでは、その対象となる農地は、公
法人またはそれに準じる法人の所有地と、EUの
「Natura…2000」の指定対象地（注13）、湿原地区、
国立または地域圏立公園、指定された緑地帯等に
限定されていた。LAAF法は、①環境条項の内容
として、「一定の面積比率以上の環境的［環境利
益に寄与する］インフラ・ストラクチャーを維持
する義務」を追加した上、②それらの環境条項を
すべての農事賃貸借契約に挿入することができる
ものとしている（CRの上の規定の改正）。
この改正の意義については、次の２つの点に留
意しておく必要がある。第1に、上記の環境条項
により賃借人が負担する義務の内容は、賃借人・
借地経営者がCAP改革後の「グリーン直接支払
い」（直接所得援助の「基礎支払い」に追加して
増額される「グリーン」面積支払い）を受給する
ための要件と重なることである。したがって、環
境条項による制約は、賃借人にとっても単純な負
担増となるわけではなく、相応の見返りを期待で
きるものとなる。
第2に、フランスでは、借地型農業経営が農業
経営の太宗を占め、とくに職業的プロ農業経営に
おいては、借地率がその全経営農地の80％近くに
達している。したがって、この条項を挿入した「環
境的農事賃貸借」（bail…rural…environnmentalと呼
ばれる）が一般化することの意義には、極めて大
きなものがある。
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（２）その他の改正事項（LAAF法第5条～10条）
１）労働不能等の場合及び契約終了時における
賃借人の保護など
①賃借人または農場の労働に不可欠な家族構成
員が2年を超えて重大な労働不能の状態にあると
きは、賃借人は賃貸借を解除できる（CR法411-
33条）。②共同賃借人が経営への参加をやめたと
きは、他の賃借人は、自己の名で賃貸借契約を継
続することを要求できる（CR法411‐35条）。他方、
③賃借人が配偶者、民事連帯協約（PACS）のパー
トナーまたは相続人なくして死亡したときは、賃
貸人は賃貸借を解除できる（CR法411-34条）。
④賃借人が5年内に退職年齢または退職年金の
満額支給を得られる年齢に達するときは、賃貸人
は解約・取戻しの告知をすることを禁止され、賃
貸借は、賃借人がその年齢に達するときまで法律
上当然に伸長される（CR法411-58条、法411-64条）。
⑤家族の枠外での「譲渡可能な賃貸借」（bail…

cessible）において期間終了の18カ月前までに解
約告知がなされなかった場合の法定更新期間を、
「5年以上」から「9年以上」に延長する（CR法
418-3条）。
２）有益費償還請求権に関する規定の整備
①耕作改良にかかる補償請求権の時効は、賃貸
借終了のときから1年とする（CR法411 ‐ 69条）。
他方、②パドポルトの授受の禁止（賃借人の交代
時に離作賃借人、賃貸人または仲介者が入作賃借
人から物的な実体的裏付けを欠く金銭を受け取
り、または受け取ろうとすることの禁止）にかか
る罰則は、現在でも相当に重い（授受した金銭の
返還に加えて、2年以下の禁固及び3万ユーロ以下
の罰金、またはそのいずれか一方。CR法411-74
条）が、返還すべき金銭に加重利子率を適用する
ものとした。この改正点は、現在でもなお、実際
にパドポルトの授受があることを示唆するもので
ある。

　３．共同経営農業集団＝GAECに関する改正

共同経営農業集団＝GAECは、農業経営の法人
化の進展過程で先導的かつ主導的な役割を担った

農業生産法人であり、他の形態の生産法人が増
えている現在でも、フランス農業の中に確固た
る位置を占めている。その組織構成のあり方に
は、日本の農事組合法人とも似ているところがあ
るが、GAECの大きな特徴は、GAECがそれ自体
として法人格を持つにもかかわらず、その構成員
（associé）の各人も一人の農業経営者としての法
的地位を失わないという点にある。例えば、所得
課税とか、農業経営者（自然人）への公的援助の
受給などの面では、法人の衣があるにもかかわら
ず、その構成員の各個人が直接の名宛人・受給
資格者として扱われるのである（CR法323-13条。
この条文は、GAECの制度を創設した1962年8月8
日の法律［1960年「基本法」を補完した法律］第
7条以来の規定である）。いわば＜農業経営、すな
わち、経営農地と資本と勤労の提供と利活用を共
同して行う農業経営者の集団＞というGAECの組
織理念の沿革から生まれたこの原則は、「透明性
の原則」（le…principe…de…transparence）と呼ばれ、
フランスはもとよりEUレベルでも、他に類例を
みないもののようである。
それ故、EC／ EUの共通農業政策＝CAPの中
で農業経営者への直接所得援助が大きな位置を占
めるようになるにつれて、その公的援助との関
係でGAECとその構成員各人をどのように扱うか
が、従前から問題とされてきた。従来までのとこ
ろは、フランス農業省は、一定の縛りをかけつつ
も、GAECの「透明性の原則」をEU委員会に認
めさせることに成功してきたが、2013年のCAP
改革においては、単にその延長上の対処措置で済
ませることはできなくなった。
すなわち、財源面の制約が強まる状況下でなさ
れる今次の改革においては、直接支払いの対象者
を「より適切に絞り込み、農業活動に積極的に
従事する者（ceux…qui…sont…activement…engagés…
dans…les…activités…agricoles）に支援を限定するこ
と」が、「より有効で、より効率的なCAP」を目
指すうえでの第1の課題とされた（引用は、前出
注6）の仏文版資料pp.7-8）。一方、GAECの構成
員の中には、農業専従者とは言えない者も含まれ
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うるし、現に含まれている。そのため、そこを法
律上でどのように処理するかが改めて大きな問題
となったのである。フランス農業省とEU委員会
との交渉・協議は、最終的なEU委員会規則の文
案が確定する最後の段階（2013年12月）までもつ
れ込んだが、その交渉の結果がLAAF法第11条の
中に盛り込まれた。
第1に、EUの規則に基づく援助については、「透
明性の原則」は、全面的な共同経営を行うGAEC
＝全面的GAEC（GAEC…total）にのみ適用され
ることを明記した。しかも、「その構成員が、物的、
金銭的または勤労の出資によって集団の農業構造
の強化に寄与したとき」という限定も付されてい
る（CR法323-13条に第2項を追加）。EUの直接援
助の対象者は、全面的GAECの構成員で、かつ、物・
金銭・勤労の出資をした者に限定するという趣旨
である。
GAECのなかには、構成員の農業経営の一部の
みを共同化する「部分的GAEC」（GAEC…partiel）
も存在するが、EUの直接支払いに関する限り、
その構成員には「透明性の原則」は適用されなく
なるのである。
第2に、その上で、全面的GAECの定義にかか
る規定を大幅に改正し、厳格化した（CR法323-
13条の改正）。すなわち、①全面的GAECは、「そ
の構成員が構成員の農業生産活動の全体を共同で
行うことを目的とする」。ここに言う農業生産活
動とは、「植物または動物の生物的サイクルの管
理及び経営に対応し、そのサイクルの一または複
数の回転を構成する生産活動」である（漁業、例
えば牡蠣の養殖等も含まれる）（同条1項）。その
生産行為の延長上で、またはその経営を基盤とし
てなされる一定の非農業的活動（例えば、農場で
なされる農家レストランとか農家民宿など）も、
CR法311-1条が定義する「農業活動」の範囲に入
れば、上記の農業生産活動を補完するものとみな
される（CR法323-13条2項）。
②全面的GAECは、その構成員の全員について
全面的な共同経営でなければならず（同条1項）、
その構成員は、個人としてであれ、組合／会社の

構成員としてであれ、当該GAEC以外のところで
①に言う「農業生産活動」に従事してはならない
（同3、4項項）。ただし、メタン生成にかかわる活
動は、例外とする（同5項）。
①と②を合わせれば、要するに、当該GAECで
農業に専従する構成員だけからなるGAECのみが
全面的GAECであり、その構成員のみが直接援助
の受給につき「透明性の原則」を享受できるわけ
である。その構成員が物・金銭・勤労の出資をし
た者でなければならないことも、前述した通りで
ある。
第3に、GAECの認可手続も大幅に厳格化した。
①認可の審査は、行政官署（県）が専権で行うこ
ととし（従来は、農業者の代表も入る県の認可委
員会であった）、その際には、②構成員の「経営
主としての資格」、共同経営の規模と構成員の数
の適合性、共同労働の実態を併せて確認する（CR
法323-11条1項）。その上で、③各構成員について、
EUの援助の受給権の配分内容を行政官署が決定
する（同条2項）。さらに、④事後的な検査手続も
用意され、上記の諸要件に対する違背が確認され
た場合には、認可が撤回される（CR法323-12条）。
以上のような法律・制度上の制約の強化・厳格
化がなされた後に、GAECがどのような活動と展
開を見せていくか、今後の推移を注目したい。

Ⅳ  「第Ⅱ編　自然・農業・森林空間の保
護及び世代の更新」中の規定

　１．第Ⅱ編の規定の内容と狙い

「提案理由」（8～9頁）は、第Ⅱ編の内容と狙い
を次のように提示している（①②等の番号は、筆
者が挿入）。
「法案の第Ⅱ編は、農地の保護と世代の更新に
当てられている。土地問題は、常に農業政策の中
心をなす要素であった。50年以上前から、①経営
構造コントロール、②SAFER（土地整備農事建
設会社）の介入、及び、③自立の援助は、協働し
て、一般的利益に係る諸目的に寄与してきた。そ
の目的とは、経営者の世代の更新と経営される土
地の農業的用途の保全である。
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しかしながら、持続する農業経営の規模拡大の
趨勢は、生産と経営形態の多様性の維持の必要
という観点からみると、自立に関して、大きく
なる一方の問題を提起している。法案の第Ⅱ編
は、①農地保全の制度の有効性を増大させるこ
と、②SAFERのガバナンスと機能を改良するこ
と、③新しい農業経営主の漸進的な自立を助長
すること、④構造コントロールの実効性を強化
すること、⑤被雇用者でない農業者の社会的保
護制度［社会保障制度］への加入基準（critères……
d’assujettissement）を、経営面積だけのもの
とは異なった別の基準を創設することにより、近
代化すること、を目的とする。それらは、まさに、
革新され、持続可能で、かつ近代的な競争力のた
めの基本的な条件である。その競争力が、わが国
に農業の多様性を確保し、国土のすべてにわたる
農業経営の維持を可能にするのである」。
以下、同編の各規定の中身をみていこう。

　２．  「 持 続 可 能 な 農 業・ 地 域 圏 プ ラ ン 」 ＝

PRADの拡充・強化（LAAF法第24条）

上の引用箇所には出ていないが、上記のよう
な諸制度を通じる関与・介入・支援を方向づけ
枠づけるために、「持続可能な農業・地域圏プラ
ン 」（Plan…règional…de… l’agriculture…durable＝
PRAD）の拡充・強化が行われた。この計画制度
の内容の詳細は省略するが、「強化」の背景には、
第1に、EUから配分される主要資金の受け手（管
理の単位）が今後は地域圏（région：ときには州
と訳される）となることがある。それに対応する
ため、フランス農政の国内体制としても、従来の
「国－県」をベースとするものに代えて、地域圏
を農政推進の基本的な単位とすることにしたので
ある。
また、第2に、プランの内容面での「拡充・強化」
は、LAAF法により農業政策の目的が従来の「持
続可能な農業」の概念を超えて大きく拡充される
ことに対応している。この「地域圏プラン」の内
容が、例えば、新たに創設される「経済・環境利
益集団」（GIEE）の活動内容等をも直接的に規律

することは、さきに見た通りである。

　３．農地の保全・管理（LAAF法第25条）

（１）「自然、農業及び森林空間保全県委員会」
の設置
１）近年のフランスでは、農地転用の増大が大
きな問題となってきた。最近は、約7年間で一つ
の県が消滅するほどのスピードであるという。こ
の事態に対処するために、2010年7月27日の法律
（「農業近代化法」）で「農業空間の消費に関する
県委員会」が創設され、監視強化の手続と一定の
抑制措置が導入されたが、十分な効果を挙げな
かった。そこで、LAAF法は、その委員会の名称
を上記のように変更するとともに、その委員構成
と権限を拡充した。委員会は、県知事が主宰し、
県内の地方公共団体、農業職能組織、農業会議所、
公証人、認可された環境保護団体等の代表者が参
加する（CR法112-1-1条1項）。また、SAFERも委
員会の会合に出席し、必要な技術的支援を行うも
のとされる（CR法141-1のⅣ第2項）。
２）保全の対象となる土地・空間は、委員会の
名前が示すように狭義の「現況農地」に限られな
いから（例えば「農業用途に充てられるべき空間」
も含む）、日本の農地転用規制よりも視野が広い
が、この委員会自体は、直接の規制力を有してい
ない。フランスの場合には、それらの空間の転用・
人工的用途への充当の可否の決定は、基本的に都
市計画規制によってなされており、その許可・不
許可等の規制権限は地方公共団体に属しているか
らである。
したがって、例えば、ある市町村（長及び議会）
が開発指向を持って都市計画規制の変更（ゾーニ
ングの変更を含む）や大規模な開発の許可を決定
しようとするとき、農業サイドの行政や諸機関の
側からそれを抑止する仕組みを制度化すること
は、相当にむずかしい問題となる。上記の委員会
の権限も、基本的には事前に転用・開発計画の通
知を受けて、委員会としての意見を提出すること
がベースとなっている。転用・開発計画案の対象
となっている農地・空間の重要度に応じて、都市
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計画サイドの担当行政庁が委員会の意見を尊重・
重視すべき度合いに軽重をつけ、開発許可に至る
までの手続を重くするという仕組みも取られてい
る（例えば、とくに重要な原産地呼称保護のある
名産品を産する農地の転用が問題となる場合な
ど。今回の法改正は、そうした場合の手続を従前
より一層重いものにしている）が、その効果がど
うなるかは、直ちにはわからないようである。
日本の農地法が農業サイドからの固有の転用許
可規制を有していることの意義の重要性と、その
規制権限を安易に分権化することの危険性を改め
て確認することができよう。
（２）関連するその他の改正事項　
１）ただし、LAAF法では、同時に都市計画法
典にも一連の改正が加えられ、例えば「都市計画
広域統合スキーム」＝SCOTで転用予定面積の数
値をあらかじめ定めること、都市計画において「都
市近郊自然・農業空間保護界域」＝PEANを設定
できることなども、定められた。その内容を正確
に理解するには、都市計画制度の説明も必要とな
るので、ここでは解説は省略する。
２）もうひとつ、直接に転用抑制を狙う一つの
措置として、2010年の法律で試行的に導入され
たのが、いわば「農地転用譲渡税」（taxe…sur… les…
cessions…des…terres…devenues…non…agricoles）と
いうべき特別課税である。詳細は省くが、その税
収は、自立及び経営移譲を促進する施策に充当す
べきこととされており、今次の改正で使用可能な
施策の拡大がなされた。最初の3年間ではさほど
の収入とはならなかったようであるが、この課税
の存続も確認された。
３）なお、そのほか、放牧地等における所有者
不明の土地の利活用のための制度手続の整備（と
くに手続面の要件の緩和）がなされていることも、
最近の日本での耕作放棄地問題等との関連で興味
を惹くところである。

　４．SAFERの制度の改正（LAAF法第29条）

（１）背景と狙い
SAFER（土地整備農事建設会社）の制度の基

本規定については、その制度の創設（1960・1962
年）以来、さほど大きな変更はなされてこなかっ
た。今回の改正は、その制度のかなり大幅な再整
備と言いうるものである。背景には、以下のよう
な事情があった。
①SAFERの活動内容とその範囲は、制度創設
の時代と比べると、その後の状況と課題の変化に
応じて逐次的に拡大され、地方公共団体等の開発
事業への支援や環境保全にかかわる事項（景観保
全、自然資源や生物多様性保護等も含む）など、
多様な内容を含むようになっていた（注14）が、
LAAF法の狙いからすれば、その再整理が必要と
された。他方、②近年における農業経営の法人化
の大幅な進展に伴って、農地所有権の移転が農業
生産法人の資本持分の売買を通じてなされるケー
スが拡大し、その取引に対するSAFERの公的介
入の仕方の限界（情報の不足と買取りの困難さ）
が指摘された。さらに、③最近の会計検査院の検
査で、一部のSAFERにおける活動のあり方の不
透明さの問題が指摘され、それへの対応も必要と
された。
そのような諸事情への対処を意図した改正
点は、大きくは、ガバナンスの改善・強化、
SAFERの活動の目的（「任務：missions」という
言葉で表現される）の書き直し、先買権の強化の
３つに整理できる。
（２）SAFERのガバナンスの改善・強化（CR
法141-6条Ⅰ、Ⅱ）
①SAFERの活動区域を地域圏の区域と一致さ
せることとした上で、②理事会の人数を拡大する
（24人まで）と同時にメンバー構成を見直し、次
の３つの部類（collèges）の構成員を含むべきも
のとした。具体的には、ⓐ地域圏内の農業職能組
織、農業会議所等の代表者、ⓑ地域圏の地方公共
団体の代表者、ⓒ国、SAFERへの出資者（一定
範囲の公共・公益的法人に限定されている）、及
び認可された環境保護団体の代表者（少なくとも
2名以上）である。男女の比率の均衡も要求され
ている。国や地方公共団体の監督権限を強化する
と同時に、外部に向けたガバナンスの透明性を確
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保しようとするものである。
また、③各地域圏の農業・農地事情の違いに応
じて生じざるを得ない資金・活動面での格差を調
整するために、全国レベルの「平衡基金」を創設し、
その基金への各SAFERの資金拠出を義務づけた。
（３）SAFERの活動の目的に関する規定の整備
（CR法141-1条Ⅰ）
SAFERの活動の目的を定める農事法典法141-1
条の第Ⅰパラグラフは、全面的に書き換えられ、
次の4号が掲げられている
①「SAFERは、まずもって農業・自然・森林
空間の保護のために活動する。その介入は、農業
または林業経営の自立、維持及び強化・安定化を
助長して、それらの経営を地域圏農業経営指導ス
キーム＝SDR（その内容は後述６（３））の基準
に照らして経済的に存続可能な（viable… :生きて
いける）規模、並びに経営の地片配分の改良され
た状態に到達させることを目的とする。その介入
は、生産システムの多様性、とりわけ経済的、社
会的かつ環境的パフォーマンスの結合を可能にす
る生産システム及び有機農業の経営システムの多
様性に向けて貢献する」。
②「景観の多様性、自然資源の保護、生物多様
性の維持」への貢献。
③「農村諸地域（territoires…:複数）の持続可能
な（durable）発展」への貢献。
④「農事土地市場（marché…foncier…rural）の

透明性の確保」。
SAFERが介入する対象空間と対象土地が大き
く拡がり（上記①）、その介入の実体的な目的
も、かつての農業構造の改善や農業経営の地片
構造の改良といった点にとどまることなく、ま
さにLAAF法の全体的な課題と目的を幅広く取
り込んだものとなっていること（①～③）は、
一目瞭然であろう。また、経営の「規模拡大」
（agrandissement）という言葉はもはや存在しな
いこと、及び、次の（４）でみるように、④の「市
場」は狭義の「農地市場」にとどまるものではな
いことにも、注意を喚起しておきたい。
（４）農事資産の取得権能ならびに先買権の強

化・拡大（注15）
SAFERの農事資産の取得権能と先買権の強化・
拡大は、LAAF法の農地政策関係事項の目玉の一
つである。上記のようなSAFERの介入の対象範
囲とその実体的な活動目的の内容の拡張を踏まえ
て、多方面にわたる詳細な内容の改正が行われた。
SAFERの存在と活動がもつ機能面での有益・有
用性と現実的効果には疑いがないので、その機関
の行動に対するガバナンス（規制・監督）を強化
しつつ、SAFERの活動と土地介入の機能強化を
図るというのが、改正の基本的なタンスと言える。
以下、改正内容の要点を記しておく。
１）取得できる財産の範囲の拡張
SAFERが取得できる財産は、物的には、「農事
財産、土地、農業または林業の経営」（des…biens…
ruraux,…des…terres,…des…exploitations…agricoles…ou…
forestières）と規定される（CR法141-1条Ⅱ1号）。
この定義の範囲が相当に広いものであることは、
のちに見る先買権の行使対象範囲の拡張の内容を
みれば、容易に理解できよう。その拡張は、本号
の規定を改正することなく行われているからであ
る。
これに加えて、1999年「農業の方向づけの
法律」（第三番目の「基本法」）による改正以
降、SAFERは、ⓐ農林地の所有権または利用権
の配分を目的とする民事組合の持分や、ⓑ農業
経営またはⓒ農地所有を目的とする組合／会社
（sociétés.…法人）の持分または株式の全部を取得
することを認められていた（「農業土地集団」＝
GFAも、ⓒの組合／会社の中に含まれる）。しか
し、例えばⓑⒸの場合には、「持分または株式の
全部（l'intéglarité）」の取得でなければならない
など、さまざまな制約が課されていた。LAAF法
は、その制約を基本的に取り払い、ⓐⓑⓒのいず
れについても、組合／会社（すなわち法人）の持
分または株式の全部もしくは一部を取得できるこ
ととしている（CR法141-1条Ⅱ3号の改正）。この
改正が、先に触れた農業経営の法人化の著しい進
展に対応するものであることは言うまでもない。
２）SAFERへの事前の通知・情報提供義務の
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拡張・強化
上記の改正点を前提としたうえで、SAFERへ
の事前の通知・情報提供義務の拡張・強化が行
われた。すなわち、①上の１）に含まれる農事
財産の生存者間における譲渡・移転は、有償か
無償かを問わず、また、その財産・権利が不動
産的なものか動産的なものかにかかわらず（des…
biens…ou…droits…mobiliers…ou…immobiliers）、事前
にSAFERに通知される。不動産の譲渡・移転に
ついては、公証人がその通知義務（obligation…d’
information）を負担し、動産的権利、すなわち、１）
で見た組合／会社（法人）の持分または株式の譲
渡・移転については、譲渡人が通知義務を課され
る。なお、それらの権利・財産の用益権（usufruit）
または虚有権（nue-propriété）のみの譲渡·移転も、
同様の扱いを受ける（CR法141-1-1条Ⅰ。新設）
②通知義務の懈怠・違反に対しては、それらの
財産が先買権の行使対象となりうる財産であるか
どうかに応じて、次のような制裁措置が定められ
ている。
イ）当該財産が先買権の行使対象たりうるも
のである場合には、SAFERは、売買の公示の日、
またはその売買が知られた日から6ヵ月内に、大
審裁判所（地方裁判所）に対して、その売買を無
効とすること、または、その買い手に代わって
SAFERを取得者と宣言することを請求できる（同
条Ⅱ）。裁判所への提訴によって、先買権を行使
するのとほぼ同様の効果を生じさせるわけであ
る。譲渡人が有償譲渡たる実質をもつ行為を無償
譲渡として通知した場合にも、同様の制裁の対象
となる。
ロ）当該財産が先買権の行使対象でない場合に
は、刑法典の定める行政罰を課される。ただし、
事後的な是正行為をする余地を残すことも含め
て、一定の特則的な手続が用意されている（同条
Ⅲ）。
③なお、この通知義務を通じてSAFERが取得
した情報は、経営構造コントロール（後述６参
照）における経営許可の判断要素として利用する
ため、県の担当部署に伝達される（CR法141-2条

1項）。
３）先買権の行使対象範囲の拡張
先買権の行使対象範囲に関する農事法典＝CR
法143-1条は、全面的に書き直され、以下の財産
の有償譲渡がその対象範囲に含まれることになっ
た。
①「農業用の（à…usage…agricole）不動産財産
及びそれに付属する動産、または農業用途向きの
（à…vocation…agricole）更地（terrains…nus.…裸の土
地）」の有償譲渡。
「農業用途向きの土地」には、農事法典法112-2
条に基づいて設定される「農業保護区域」（zones…
agricoles…protégées）内の土地、都市計画法典法
143-1条に基づいて区画される界域（都市近郊の
農業及び自然空間の保護と利活用のための介入界
域）内の土地、または、都市計画文書によって区
画設定された「農業区域または自然・森林区域」
（zone…agricole…ou…zone…naturelle…et… forestière）
内の土地が含まれる。さらに、都市計画文書がな
い市町村では、「当該市町村のいまだ都市化して
いない地区または部分に所在する土地」一般（だ
だし、林地・森林は除く）が「農業用途向きの土
地」とみなされる（以上、法143-1条1項）。
②「農業経営の一部をなす居住用建物」の有償
譲渡。①に記した「区域または空間内に所在する
建物で、譲渡に先立つ5年間に農業活動のために
使用されていた建物」の有償譲渡も同様である（同
条2項）。
③荒蕪地や、廃墟、仮設施設、設備等があって
も「最終的に農業用途向け」にすることが妨げら
れない土地も、「更地」とみなされる（同条3項）。
④農業用途の土地とEUの直接援助の受給権が
一緒に有償譲渡の対象となっているときは、その
全体を先買権の行使対象とすることができる。た
だし、その再譲渡も、全体を一緒にして行わなけ
ればならない（同条4項）。
⑤本条に記載された財産の「用益権」または「虚
有権」の有償譲渡。ただし、「虚有権」のみの先
買いについては、一定の制約条件が付けられてい
る（同条5項。なお、虚有権取得の制約条件に関



57フランスの農業・農地政策の新たな展開　―― 「農業、食料及び森林の将来のための法律」の概要 ――

する規定の一部は、憲法院により憲法違反［所有
権の侵害］として削除された）。
⑥「農業経営または農地所有を主たる目的とす
る組合／会社（法人）の持分または株式の全部」
の有償譲渡。ただし、その再譲渡による「農業者
の自立」を目的とするときに限る（同条6項）。
なお、ここで、組合／会社（法人）の持分また
は株式の「一部」の有償譲渡が先買いの対象から
除外されているのは、その「一部」を第三者に再
譲渡することにより、SAFERがその譲受人を当
該組合／会社の新規構成員として押し付けること
は妥当でないと考えられたからである
…４）譲渡される財産の一部の先買いの承認
譲渡される財産が土地、建物、付属動産等で構
成されているときに、SAFERが、必要と判断す
る一部の財産のみについて先買権を行使するこ
とが認められた（CR法143-1-1条1、2項。新設）。
SAFERにとっては、先買権の行使を大きく容易
化する改正であるが、売主からみると、全体とし
ての財産の譲渡価格が分断され、低下するおそ
れもある。そこで、SAFERから「部分的先買い」
（préemption…partielle）の通知を受けた売主には、
全部買取りを請求する権利、または、一部買取り
の結果生じた財産価値の損失についての補償請求
権が認められている。補償額について合意が得ら
れないときは、裁判所がその額を決定する（同条
3項）。
５）先買権の行使目的と再譲渡に関する規定の
改正
①先買権の行使の目的についても、1999年「農
業の方向づけの法律」第1条へのリファーに代え
て新設の農事法典法第1条へのリファーが書きこ
まれ、一定の修正がなされている（CR法143-2条）。
「農業者の自立、再自立または維持」が第1番目（1
号）に来ることは変わりがないが、2号にあった
「規模拡大」という言葉は姿を消し、2号は、次の
文言の規定に置き換えられた。
すなわち、「［農業］経営が、法第331-2条に定
める条件［訳注：SDRに基づく経営許可の条件］
の下で、地域圏農業経営指導スキーム＝SDR（そ

の内容、は後述６（３））の基準に照らして経済
的に存続可能な（viable… :生きていける）規模に
到達し、現在の経営地の地片配分の改良を実現
することができるようにするための、経営の強
固・安定化（consolidation）」である。この文言
がSAFERの活動の目的の第1点と重なっているこ
とは、容易に見てとれるであろう（前出（３）①
参照）。
また、環境保護にかかわる8号の規定も、「本法
典または環境法典の適用により国、地方公共団体
……が定める戦略的枠組の下で、主要には［その
戦略に］適合的な農業の方法・やり方（pratiques…
agricoles…adaptés）の実施を通じてなされる環境
の保護」と書き換えられている。
②SAFERが行う再譲渡の手続・方法――譲受
人の選択、その優先順位、価格の決定等――につ
いても、先買いした農事財産の場合と、その他の
農事資産の場合とに分けて、一定の整備がなされ
ている。興味を惹くのは、後者の場合に関する次
の2つの規定であろう
すなわち、（イ）有機農業の経営地となってい
た農地を再譲渡するときには、有機農業の経営を
少なくとも6年間継続することを約束する取得候
補者が優先される（CR法142-5-1条1項）。また、（ロ）
10ha未満の林地の再譲渡の場合には、隣接する
林地の所有者が優先され、複数の隣接地所有者が
取得を希望するときの選定手続も定められている
（同2項）。（ロ）は、LAAF法が森林と林業の将来
を課題としていることの一端を示す規定である。

　５．自立及び経営移譲政策

Ⅱの２（２）や３で見たように、農業者の自立
及び経営移譲政策の拡充とそれを通じる世代更新
は、LAAF法の重要な狙いの一つである。LAFF
法第31条は、農事法典「第3編　　　
農業経営」「第3章　自立政策並びに構造及び生
産のコントロール」の「序節　農業における自立
政策」の表題を、「序節　農業における自立及び
移譲政策」と修正したうえ、全5ヵ条の新しい規
定を置いた。農業者の「自立」（installation）だ
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けでなく経営の「移譲」（transmission）が並ん
で重視されるのは、構造政策の成果がすでに定着
している今日のフランスにおいては、出来上がっ
た大規模な経営体（一個の企業体＝entreprise）
を、誰に、どのようにして移譲していくかが農業
における「世代更新」のための極めて重要な課題
となっているからである。いわば、「自立」と「移
譲」とが裏腹となる状態になっていると言っても
よい。
なお、自立及び移譲政策の具体的な内容（とく
に具体的な援助措置とその受給要件等）は、基本
的にデクレ（政令）によって定められるので、法
律たる条文中では、大きな枠組だけが示されてい
る。また、法律の条文中では示されていないが、
狭義の自立援助（aides…à… l’installation）の対象
者は40歳未満とされる一方、40歳以上で自立する
者への援助措置を制度化することも予定されてい
る。この関係の政策は、従前の「青年業者自立助
成政策」より幅が広がってきているわけである。
以下は、法律規定の定める事項である。
（１）政策と制度の枠組の改正
①自立及び移譲政策の全国的枠組は、自立援助
の内容や基準を含め、国が定めるが、その実施
は、地域圏知事と地域圏議会議長の共同管理下で
行われる。この政策は、いまだ職能上の資格は有
しないが、職能養成過程に入ることを約束した青
年（jeunes）をも対象とする（CR法330-1条1項）。
②自立援助を受けようとする者は、「職業的能
力を有することを示して自らの存続可能な［経
営の］計画（un…projet…viable）を実現する能力」
を証明しなければならない。また、受給申請には、
「経済的かつ環境的諸側面をカバーする総合的な
自立計画」の作成・提出を要する（同条2項）。
なお、この「自立計画」（具体的には、二重の
パフォーマンスを伴う経営発展計画）の内容の審
査については、地域圏ごとに多様な基準（10種類
ほど）を定めて、援助額も差別化・多様化するこ
とが予定されているという。
（２）「漸進的自立」の支援制度
「漸進的自立」（installation…progressive）を支

援する仕組みは、すでにあったが、支援の期間を
最長5年間としたうえで、その内容を再編した（CR
法330-2条）。
経営主としての自立を目指して職能養成や研
修を受けるすべての者（年齢は問われない）は、
国との間で「社会保険料支給契約」（contrat…de…
couverture…sociale）を締結することができる（CR
法330-3条1項）。その者は、「継続的職能養成のた
めの研修生」という地位を有し、労働法典の関係
規定の適用を受ける（同条2項）。ただし、農業経
営で被雇用者または研修生として受け取る報酬以
外には、特別の手当・報酬は支払われない（同条
3項）。
（３）経営の「移譲」制度の再編成
①57歳以上の経営者がその者に経営＝「企業体」
を移譲する見通しの下に、3親等を超える青年を
フルタイムの雇用者として雇用するときは、その
経営者に対して特別の援助が付与される。ただし、
その青年は、雇用開始時の年齢で、26歳以上～30
歳以下の農業労働者、または、30歳以下の研修生
であることを要する（CR法330-4条Ⅰ第1項）。場
合により「短縮勤務」で雇用することも認められ
るが、その場合には援助額が減額される（同2，3
項）。この制度が「家族の枠外での青年農業者の
自立」を助長しようとするものであることは、言
うまでもない。
②ただし、この援助を受ける経営者の経営は、
経営構造コントロールの経営許可を受けうる経営
でなければならない（CR法330-4条Ⅱ）。この制
限は、当該経営が「存続可能な」経営であること
を要する一方、経営構造コントロールの基準から
みて「過大な」経営であってはならないことを意
味している。なお、当該経営中の借地部分につい
ては、将来における賃借権の移譲・移転について
賃貸人の同意を得ておくことが必要である（同
Ⅱ）。
③経営者が移譲の約束を履行しなかった場合に
は、受給した援助を返還する義務を負う（CR法
330-4条Ⅱ）。
（４）引退の事前通知と「自立候補者一覧」の
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作成
現経営者の引退（退職）後の後継者が予定され
ていない経営と、家族の枠外の自立希望候補者と
を結びつけるために、以下の手続制度が創設され
た（CR法330-5条）。
①経営者はすべて、引退（退職）の少なくとも
3年前に、経営をやめる意思とその経営の特徴を
行政庁に通知し、同時に、その経営が他者に委ね
うる（disponible）ようになるのかどうかを知ら
せなければならない。行政庁は、その情報を公開
することができる。他方、この通知の懈怠には、
一定の不利益が伴う（同条1項）。
②上の通知を確実ならしめるため、退職年金を
管理する機関は、各農業経営者が退職年齢（年金
受給開始年齢）に達する4年前に、上記の通知義
務の存在を個別的に通知する（同条2項）。
③他方、各県ごとに「自立候補者一覧」

（répertoire…à… l’installation）が作成される。こ
の一覧リストが「とくに家族の枠外での自立のた
めに、譲渡人（cédants）と引取り人（repreneurs）
との関係づけ＝マッチングを容易化するためのも
の」であることは、法文でも明記されているとこ
ろである（同条3項）。
（５）農業会議所の任務と権限の明記（LAAF
法31条Ⅳ）
自立政策に関して農業会議所常設会議＝APCA
が明示の任務と権限を持つことは、すでに2010年
の法律（前掲）により農事法典中に規定されてい
た（CR法513-15条）が、新たに県の農業会議所
についても、同様の法律上の位置づけが明記され
ている（（CR法511-4条）。
（６）「農地転用譲渡税」の使途の拡大
以上のほか、３（２）３）でみた「農地転用譲
渡税」の税収を自立及び移譲政策に充当する場合
の使途の拡大がなされている（租税一般法典の規
定の改正）が、内容は省略する。

　６．農業経営構造コントロール制度の改正

（１）制度の概要と改正の背景
「農業経営構造コントロール」（以下「構造コン

トロール」）は、農事法典「第3編　農業経営」「第
3章　自立政策並びに構造及び生産のコントロー
ル」の「第1節」（自立及び移譲に関する「序節」
に続く節）をなす重要な制度である。この制度は、
いわばフランスにおける農地の権利移動統制であ
り、構造政策の目標とする一定の性質の適正規模

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

の農業経営の維持・育成・発展を図るために
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、そ
4

の目的を阻害する恐れのある場合には
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、農地（農
4 4 4

事資産一般）を経営する権利の移転を行政官署（具
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

体的には県知事）の事前許可に服せしめること
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を
内容とする。農地の売買の場合で言えば、所有権
の移転それ自体ではなく、所有権移転に伴う「そ

4

の農地を経営する権利
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」（以下「経営権」ともいう）
の移転が規制対象となる点で、日本の権利移動統
制とは性格が異なるが、その規制の範囲や内容は、
法人経営の場合をも含めて、極めて広く、かつ詳
細である（注16）。
構造コントロール制度は、1980年「農業の方向
づけの法律」（第2番目の「基本法」）と1984年の
その改正法で確立されたのち、ときとともに重要
度を増し、政権交代とも関連しながら（政権の性
格により規制の強化か、緩和かの指向が異なる）、
逐次の改正を受けてきたが、LAAF法は、それを
また、同法の目的に即して大幅に改正した。「提
案理由」は、改正の理由と狙いを次のように提示
している（12頁）。
「構造コントロールは、経営形態や、経営活動
の基礎となる使用収益の権原の如何を問わず、農
業財産の経営に適用される。……組合／会社形態
の農業への構造コントロールの規則の適用は、一
定の逸脱と脱法行為を伴ったため、1999年7月9日
の法律（訳注：第3番目の「基本法」）がそれへの
対処措置を講じた。しかし、それは、行政手続面
で顕著な負担増をもたらした。そこで、2006年1
月5日の農業の方向づけの法律（訳注：第4番目の
「基本法」）は、再び規制を修正して、行政手続の
簡素化を行った。その規制緩和は、経営許可の申
請件数の明らかな減少をもたらしたが、同時に、
その規制からの脱法行為の復活を助長した。そし
てそれは、自立を犠牲にして実現される大々的な
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規模拡大を可能にし、あるいは、存続可能な経営
の解体を助長している。
これらの事実は、組合／会社（法人）形態の経
営が大規模及び中規模経営の45％に達している今
日において、土地へのアクセスを規律調整するこ
とのむずかしさを示している。しかも、組合／会
社に関する法律も、半世紀以上前から実施されて
きた事前許可の制度とうまく対応しているとは言
いがたい。したがって、法案の意図するところは、
現在の仕組みをより強化する（durcir）というよ
りもむしろ、必要に応じて適応化の修正を加えな
がら、この政策の根幹をなしてきた基本的な諸原
則に立ち返ることにより、この制度の実効性を回
復させることである。
法案の第15条は、制度の目的を再定義している。
その目的は、自立を助長するために、
自然人か法人かを問わず、同一の経営者の手中
に農地の度を越した集中が生じるのを避けること
である。」
以下、改正された制度の内容（成立した法律で
は第32条）を見ていくことにする。
（２）構造コントロールの対象と目的
１）規制対象の一般性
この点に関する農事法典＝CR法331-1条1項の
文言は、従来と同じである。すなわち、
「農業経営構造コントロ－ルは、農業経営にお
ける農事土地財産の利活用（la…mise…en…valeur…
des…biens… fonciers…ruraux）に適用される」。「農
業経営の法的組織の形式または態様（la…forme…
ou…le…mode）の如何」も、また、「…その利活用が
確保されている［権利］名義（titre:権原）の如何」
も問わない（農事法典法331-1条1項）。
２）コントロールの目的
コントロールの目的に関する規定は、書き換え
られた。①「構造コントロ－ルの優先的目的は、
漸進的自立の道を開始している者を含めて、農業
者の自立を助長することである」（法331-1条2項）
という点には変わりがないが、②そのほかの同時
的な目的として、次の3点＝3号が挙げられている
（同条3項）。

１号は、「農業経営を強化・安定化し、または
維持して、それらの経営を地域圏農業経営指導ス
キーム＝SDR（次の（３）参照）の基準に照ら
して経済的に存続可能な（viable… :生きていける）
規模に到達させ、またはその規模を維持するこ
と」、2号は、「経済的かつ環境的パフォーマンス
の結合を可能にする多様な生産システムの発展な
らびにその永続性を推進すること」（有機農業へ
の言及もある）、3号は、「とくに、自然人か法人か、
直接的か間接的かを問わず、同一人の利益となる
経営の過度の拡大及び集中を制限して、多くの雇
用と付加価値を生み出す多様な農業を維持するこ
と」である。3号に言う「過度」の判断について
は、地域圏農業経営指導スキーム＝SDRが定める
基準が参照される。
以上の目的の内容がLAAF法の目的を直接的に
反映したものであること、また、SAFERの目的
規定の内容とも重なり合っていることは、容易に
見てとることができよう。
３）「農業経営」、「拡大・集中」、「経営面積規模」
等の定義づけ
以上を前提として、幾つかの基本的な概念の定
義づけがなされる（CR法331-1-1条）。
①「その活動が法311-1…条に記載する活動［訳
注：農業活動の定義づけの基本規定。一定の兼業
的活動も含まれる］にかかる生産単位」は、「法
的組織の資格（statut）、形式または態様の如何
を問わず、一人の人（une…personne）によって
直接または間接に利活用されている生産単位の総
体（l'ensemble…des…unités…de…production）」 が、
規制の適用を受ける「農業経営」とみなされる（同
条1号）。
これは、従来通りの定義であるが、「農業経営」
の法的観点から捉え方でも、「経営」の単位の捉
え方でも、また、その経営が行う活動内容の点で
も、可能な限り広い形の定義づけがなされている
ことを見てとれよう。
②「個人としてか、法人としてかを問わず、一
人の人が農業経営を行うことによってその経営面
積を増加させる行為」は、その人の利益のための
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経営の拡大または合体とみなされる。法人経営に
参加する経営者たる構成員がその参加時に経営地
を法人に利用提供する行為（mis…à…disposition.…使
用貸借に相当する）も、同様に扱われる（同条2
号）。後段は、脱法的な規模拡大の手段となって
いたやり口（当該構成員が数年後に、利用提供し
た農地を法人に委ねたままで法人経営から脱退す
るなど）を、今後は明確な規制対象とすることを
示したものである。
③経営の「総面積」の算定については、経営形
態や生産の内容の如何を問わず、経営許可の「申
請者によって経営されている面積の総体」が考慮
される。施設園芸等の面積計算については、地域
圏農業経営指導スキーム＝SDRの定める係数が
適用される（同条3号）。
（３）地域圏農業経営指導スキーム＝SDR
構造コントロールの実施・適用の方針や基準
を定める指導スキーム＝SDは、従来は県が定め
ていたが、農政の実施単位が地域圏になったこと
に対応して、今後は地域圏レベルで定めること
になった。その指導スキームの略称は、正確には
SDREAであるが、本稿ではSDRと略称する。な
お、実際にコントロールを実施・適用する単位は、
今後とも県レベルとされ、県の「行政官署」（具
体的には県知事）が許可・不許可の決定を行うも
ののようである。SDRの基本的な内容は、以下の
通りである。
①SDRは、持続可能な農業・地域圏プラン

（PRAD）の内容を考慮しながら、「農業経営構造
の適応（adaptations）に関する地域圏の政策の
方向づけ」を定める（CR法312-1条Ⅰ）。その上
で、SDRは、それを超えると経営許可が要求され
る「上限基準面積」（le…seuil…de…surface）を定め
る。その面積は、当該地域圏の平均利用農地面積
（SAU…régionale…moyenne.後にデクレに従って定
められる）の「3分の1から1倍」までの範囲内で
なければならない（同条Ⅱ）。園芸等の生産のタ
イプによる換算係数や、自然地域の特性による係
数等も定められる。
「上限基準面積」の絶対値は不明だが、相当に

低い面積基準となることは間違いなさそうであ
る。また、この「上限基準面積」が設けられたこ
とに伴い、改正前まで用いられていた「基準単位」
や「自立下限面積」（SMI）の制度は、廃止された。
②SDRは、「経済上及び環境上の利益を考慮し
て」、許可申請の対象となる多様なタイプの農地
移動（農事資産の取引）の間の優先順位を定める。
そのタイプは、「農業者の自立、農業経営の拡大
または合体、現存する農業経営の維持または強化・
安定化」である（同条Ⅲ1，2項）。優先順位を付
ける際に考慮すべき「経済上及び環境上の利益」
の要素としては、以下の8点が挙げられている（同
3項）。
1号：当該農業経営の経済的な規模及び存続可
能性、2号：当該取引が地域の農業生産物の多様
性、農業生産システムの多様性、及び地域内循環
の発展に寄与する度合い、3号：当該経営の生産
システムが経済的及び環境的パフォーマンスの結
合を可能にしている度合い、4号：申請者が許可
申請の対象となっている財産の直接的な経営に参
加する度合い、5号：当該農業経営で働く人の数
（種類を問わない）、6号：当該取引の環境への影響、
7号：当該経営の地片構造、8号：申請者及び利害
関係人の個人的状況。
③SDRは、さらに、コントロールの具体的な適
用に際して問題となる「経営の経済的な規模及び
存続可能性（viabilité）の評価のための基準」、並
びに、「生産（物）及び働く人の数を減少させる
性格の、経営の過大な拡大または集中をもたらす
取引に関する基準」も明示する（同条Ⅳ）。
④なお、以上の諸規定の適用に際しては、申請
者本人の経営だけでなく、当該農地・経営の他の
取得希望者、現存賃借人の経営も、利害関係をも
つものとみなされる（同条Ⅴ）。
（４）要許可事項と届出事項
１）要許可事項
許可に服する取引行為は、改めて再編された
CR法331-2条Ⅰに列挙されている。基準が新しい
上限面積基準に変わったことを除けば、内容には
大きな変更はないようである。
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①上限基準面積を超える自立、規模拡大など（１
号）
「１もしくは複数の自然人または法人が利活用
する経営のためになされる自立、拡大または経営
の合体」で、その結果としての合計面積がSDR（指
導スキ－ム）の定める上限基準面積を超えるもの。
だだし、個人経営の一人法人化、夫婦または民
事連帯協約（PACS）のパートナーによる法人（会
社／組合）の設立は、経営面積の変更がなければ、
許可を要しない。
②他の経営の存続可能性を阻害する自立、規模
拡大など（同２号）　　
上限基準面積を超える規模の経営を消滅させ、
もしくは、上限基準面積以下に縮小させる自立、
規模拡大、経営の併合。他の経営から営農上重要
な建物を奪う行為もこれと同視される。これらは、
従来通りである。
③農業者たる能力または職業経験を有しない者
や年金受給年齢以上の農業従事者等を含む経営に
よる経営地の取得（同３号）。これも、基本的に
は従来通りの規制である
④経営の本拠地からの距離がSDRの定める上
限距離をこえる経営地の取得（同４号）。これも、
従来通りである。
⑤施設型農業における施設の創設や増設につい
ては、施設の生産能力による上限規制基準がSDR
で別に定められる（同5号）。
⑥なお、SAFERからの再譲渡を受ける場合も、
上記に従って許可を受けることが必要とされる
が、当該再譲渡についてSAFERの政府委員の承
認があれば、それが許可に代わる。他方、政府委
員がその再譲渡に反対した場合には、経営許可は
拒否されたものとみなされる（同条Ⅲ1項、3項）。
これは新しい規定のようである。
２）届出事項
3親等までの血族及び姻族の間での贈与、賃貸
借、売買または相続で、農業者たる職業的能力を
有する者が農地・農事財産を取得するときは、許
可は不要で、事前の届出をもって足りる。ただし、
届出で済むのは、その財産を与える者が9年以上

前から保有していた財産に限られる（同Ⅱ3項）。
また、財産を取得する経営者の経営面積がその結
果として上限基準面積を超えるときは、やはり許
可を申請しなければならない（同Ⅱ1項）。最後の
点は、新しい規定である。
なお、家族構成員の間で設立された組合／会社
の持分の移転も、以上と同様の扱いの対象となる
（同Ⅱ2項）。
（５）許可申請の公示と行政官署の審査
許 可 申 請 を 受 け た 行 政 官 署（autorité…
administrative）は、許可の申請書を公示した上で、
許可・不許可を審査し決定する（CR法331-3条）。
この条文は、大幅に単純化された。
不許可事由については、とくに次の4点が挙げ
られている（CR法331-3-1条）。
1号：SDRの定める優先順位がより高い他の取
得候補者または現存賃借人があるとき。
2号：当該取引が現存賃借人の経営の存続可能
性を損なうとき。
3号：農事法典＝CR法331-1条2項3号の規定（前
出（２）２））及びSDRの定める基準（（前出（３）
①）に照らして、当該取引が同一人への過度の経
営の拡大または集中をもたらす場合。ただし、当
該財産について他の取得候補者も、現存賃借人も
いない場合は、その限りでない。
4号：組合／会社経営への農地の利用提供（mis…
à…disposition）が当該経営で働く人の数の減少を
もたらす場合。
これらの不許可事由は、LAAF法の目的を具体
化したものと評価できるが、実際にどのように適
用されていくかは、今後の状況を見ていく必要が
ある。
なお、許可申請の対象となっている農地の一部
について優先順位のより高い取得希望者がある場
合などには、他の部分のみについて許可を付与す
ることもできるとされている（CR法331-3-2条）。
（６）SAFERによる持分・株式の譲渡・移転情
報の提供
行政官署は、2人以上の構成員を有する組合／
会社に対して経営許可を交付したときは、その許
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可をSAFERに通知する。SAFERは、許可の交付
の日から6年間の間に生じる当該組合／会社の持
分または株式の譲渡・移転に関してSAFERが得
た情報を行政官署に伝達する（CR法331-5条2項。
新設）。
この規定は、今次の改正によってSAFERが持
分・株式の譲渡・移転に関する情報蒐集能力を格
段に強化したこと（CR法141-1-1条。前出４（４）
２））を踏まえて、経営許可を受けた組合／会社
経営の事後の経営構造の変化の状況を行政官署が
フォローすることを可能にする。法人経営の持分
や株式の譲渡・移転あるいは構成員の変動につい
て、許可申請手続のところで重い規制をかけるよ
りも、事後的なフォローと追跡を可能にすること
により、脱法的な許可申請がなされる余地を事前
に塞ごうとするのがその狙いであろう。筆者は以
前から、＜フランスにおける農地制度の3本柱（農
事賃貸借制度、SARER、構造コントロール制度）
の統合的機能＞に注目してきたが、その相互間の
関係性ないし関連づけは、ときとともに一層強
まってきていると言ってよさそうである。

【注】
1）フランスの農業省の現在の正式名称は「農
業、農産食料（de…l’agroalimentaire）及び森林
省」であるが、本稿ではフランスでの通称に従っ
て、「農業省」、「農業大臣ないし農相」と略称する。
2）フランスの法律は、各条の内容の作り方が
日本とは違うので（1ヵ条の中に、関係の諸法律
の改正規定が同時に数多く盛り込まれている）、
法律のボリュームは、「96ヵ条」という数字がイ
メージさせるところより、はるかに大きい。2014
年10月14日付けの官報では、A４版にかなり小
さな活字で印刷して、80頁に及んでいる。
3）この農事法典の正式名称は、Code…rural…et…
de…la…Pêche…maritime…で、フランスではCRPM（農
事・漁業法典）と略称されるが、本稿では、単に
「農事法典」＝CRと表記することにする。なお、「森
林法典：Code…foresitier」＝CFは、現在では別個
の法典となっている。

4）この法律に関するフランスでの解説や分析・
研究論文については、本稿の執筆中に下記の2点
の特集号を入手したが、時間的制約のため、本
稿の考察にはほとんど活用できなかった。後日
のより掘り下げた研究の際に利用したい。”Loi…
d’avenir…pour… l’agriculture”,…Dictionnaire…
Permanent…:Entreprise…agricole,…Bulletin…numéro…
spécial=No.478-1,… octobre… 2014,… L’Editions…
législatives…;…“Loi…d’avenir…pour…l’agriculture,…
l’alimentation…et… la… forêt… :… …Dossier…spécial”,…
Revue…de…droit…rural,…No.430,… février…2015.… な
お、法案の段階で参照した解説として、…Fabrice…
COLLARD,…”Projet…de…loi…:…Loi…d’avenir…pour…l’
agriculture,… l’alimentation…et… la… forêt“,…Revue…
de…droit…rural,…No.418,…Décembre…2013,…pp.22…et…
s.がある。
5）この法律の内容と問題点については、原田
純孝「農地中間管理機構創設の意義と問題点―制
度的見地からの検討―」『日本農業年報』61号（農
林統計協会、2015年3月）61頁以下参照。
6）本稿では、2013年12月に最終決定され、
2014－2020年の7年間について実施・適用され
ていく2013年CAP改革の内容に触れる余裕が
ない。その概要については、平澤明彦解題／翻
訳「2014－2020年に実施されるCAP改革の概
要」『のびゆく農業』1017号を参照されたい。な
お、そこで訳出されているEU委員会資料の仏文
版 は、Commission…européeanne,…Présentation…
de… la…Réforme…de… la…PAC…2014-2020,…Brief… :…Les…
perspectives… de… la… politique… agricole,…No.5… /
Décembre…2013　である。
7）国民議会での審議は、以下のように進めら
れた。①政府法案は、「経済委員会」（Commission…
des…affaires…économiques）に付託され、同時に
委員会の審議を主導する「報告者」（Rapporteur）
となる議員が指名された。②各議員・党派からの
修正案は、報告者のもとに集められ、報告者がそ
の整理作業を行う。③その上で委員会は、2013
年11月27日に「代表的な：représentatives」（全
国一斉の［県］農業会議所会議員の選出選挙で、
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10％以上の得票を得ていることを意味する）農業
経営者組合・組織（４つある）の代表者からの意
見聴取を、また、2013年12月10日にル・フォル農
業大臣との直接の質疑応答を、いずれもプレスに
公開した会議として実施した。④その過程で並行
して、法案に関係する他の２つの委員会の「意見…
：Avis」も求められ、経済委員会に提出された。
⑤経済委員会は、12月10日～12月12日に審議を行
い、提出された修正案の適否を一つずつ処理・決
定し、同委員会の採択法案を決定した。⑥その議
事録は、A4版で757頁に及び、公開される。⑦12
月13日に報告者による「報告書：Rapport」が、
委員会の採択した法案とともに、国民議会の事務
局に提出された。⑧国民議会はその法案を第1読
会にかけ、2014年1月7日，8日、9日、10日、14日
の5日間にわたって逐条的に審議・採決を行った
上、1月14日の会期で全体の一括採決を行い、国
民議会の採択法案を確定した。その法案は、翌日
＝15日、元老院に回付された。⑨元老院でも経済
委員会で国民議会の場合と同様の審議が行われ、
委員会は、回付された法案に多数の修正を加えた
上（提出された549の修正案中、245を採択）、2月
19日に委員会の採択法案を確定した。
8）なお、フランス農業省の関係部署での聞取
りによれば、＜だから政府・農業省も、提出した
法案を確定した内容のものとは考えておらず、議
会で多数の修正が入ることは織り込み済みであ
る。政府法案は、基本的な部分を押さえて、短め
に作る。議会審議の状況によっては、いわば“政
府提出の修正案”を追加することもある＞とのこ
とであった。ただし、＜政府法案の「提案理由説
明書：Exposé…des…motifs」は、議会によって修
正されない。そのことが政府にとっては重要であ
る＞という指摘もあった。
9）なお、念のために指摘しておくと、ここに
言う「若者：la…jeunesse」の優先・尊重は、青年
農業者の重視ということを当然に含みつつも、そ
れに加えて、フランス国民中の「若者」一般の優
先・重視をも意味しているようである。例えば、
法律第Ⅲ編の食料政策や保健衛生政策に含まれる

食の安全、高品質の食料の供給等の課題は、将来
を担う子供たちの健全な発育・育成に直結する問
題であるという位置づけ方がなされていること知
れば、そのことは容易に理解できよう。ちなみに
日本では、若者ほど、安全への配慮を欠いた、質
の悪い食生活を送っているという指摘があること
も想起されてよい。
10）フランスの農業構造政策の近年までの展開
過程と特徴については、原田純孝「構造・経営政
策と農地制度の展開の軌跡――日仏比較の視点か
ら」『土地と農業』40号（全国農地保有合理化協会）
35頁～54頁（2010年3月）を参照されたい。
11）ここで説かれる「若者の新たな形態の参入」
や「世代の更新」は、部分的には昨今の日本で説
かれるものとも重なるが、その内実には大きな違
いがあることに注意しておきたい。
12）農事法典には、法律（loi）たる条文を編纂
した部分に加えて、規則（réglement：政令）た
る条文を編纂した部分も含まれているので、前者
の条文を示すときは「L=法…条」、後者の条文を
示すときは「R=令…条」という表記が用いられ
ている。
13）「Natura…2000」は、自然環境と生物多様性
のためのEUの重要な政策枠組で、EUの全域にわ
たって保全すべき場所・地点・地区のネットワー
クを指定している。フランスでは、2014年9月1日
時点で1758の場所・地点・地区（sites）が指定さ
れており、その面積は、国土の12.6％に及んでい
る。
14）1990年頃までの状況については、原田純孝

「近年におけるフランスのSAFERの動向」『土地
と農業』20号（全国農地保有合理化協会）33～62頁、
1990年3月、同「フランスにおけるＳＡＦＥＲの
機能・役割の再編と拡張」『土地と農業』22号（全
国農地保有合理化協会）107-153頁、1992年3月が
ある。
15）この項の内容の理解については、Eric…
MAILET,…Aperçu… rapide… de… la… Loi… no.2014-
1170… du… 13… octobre… 2014… … d’avenir… pour… l’
agriculture,…l’alimentation…et…la…forêt,…Revue…de…
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droit…rual,…No.427,…novembre…2014,…pp.24…et…s.も
参考にした。
16）この制度の沿革、構造政策における位置、
今次の改正前の制度的内容の詳細については、原
田純孝「フランスにおける農地の権利移動規制―
―『農業経営構造コントロール』の意義と機能―
―日本との比較の視点から」立命館大学『政策科
学』21巻4号3～31頁、2014年3月を参照されたい。

【付記】
本論文は、平成26年度科学研究費（日本学
術振興会学術研究助成基金助成金。課題番号：
26380080）による研究成果の一部である。また、
本論文の執筆に当たっては、平成25年度科学研究
費（同前基金助成金。課題番号：23530069）に
よって平成26年3月に実施したフランス・パリ市
での聞取り調査（LAFF法の法案段階での聞取り
調査）で得た情報が重要なベースを提供してい
る。その聞取り調査と資料蒐集について多大なご
協力をいただいた方々を記して謝意を表したい。
Mme.Marie-Christine…CUNY,…Chef…du…Bureau…
des… statuts… et… des… structures,…Ministère… de…
l'agriculture…et…de… l'agroalimentaire,　Direction…
générale…des…politiques…agricole,…agroalimentaire…
et…des…territoires…(DGPAAT)…,…Sous-direction…des…
Entreprises… agricoles… (SDEA)… ;…M.Dominique…
BOUVIER, … Assemblée… Permanente… des…
Chambres… d'Agriculture,… Responsable… du…
service…Entreprisies… et… installation… ;…M.Eric…
MASTORCHIO,…directeur…adjoint…de…GAEC…et…
Societes…（Association…Nationale…des…Sociétés…et…
Groupements…Agricoles…pour… l'Exploitation…en…
Commun）… ;…M.Robert…LEVESQUE,… directeur…
de…Terres…d'Europe-Scafr（Service…des…Etudes…
de… la… Fédération… nationale… des… SAFER）… ;…
M.Joseph……HUDAULT,……Professeur…Emérite…de…l’
Université…Paris… I… :…Panthéon-Sorbonne… ;…Mme.
Brigitte…GEORGES,…Chargée…d’études,…JETRO…
PARIS.


